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　東日本大震災では、多くの方が被災され、また他県からもたくさんの方が避難しており、現在、生活の再建に向
けて働く場の確保が重要となっています。
　このため、県では雇用創出の基金を活用し、被災された方を非常勤職員として雇用します。

○震災により被災された方へ、県の非常勤職員を募集…ｐ１

○全国労働衛生週間・求職者支援制度……………ｐ２

○労働者が性別により差別されることなく男女がともに
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○千葉県立高等技術専門校入校生募集……………ｐ５

○雇用保険　中小企業退職金共済制度……………ｐ６

○あなたも技能検定で自分の腕（技能）の評価を！…ｐ７

○労働相談センターから　労働委員会から………ｐ８

○障害者雇用を応援します…………………………ｐ９

○始めてみよう！ワークライフバランス…………ｐ10

○雇用・能力開発機構千葉センターの行う講習会のご案内…ｐ11

○平成２３年度千葉県労働大学講座のご案内……ｐ12

～東日本大震災により被災された方へ～
県の非常勤職員を募集しています！

災害救助法適用地域（＊）に所在する事業所を離職した方、震災時にその地域に住んでいた方及びその地域から避
難されてきた方
＊県内の対象地域：旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町、千葉市美浜区、習志野市、我孫子市、浦安市
　県外の対象地域：岩手県、宮城県、福島県の全域
　　　　　　　　　青森県、茨城県、栃木県、長野県及び新潟県の一部

対象

■業務内容 　　  事務補助など（データ入力、資料整理など）
■雇用開始日　　平成 23 年 9 月 1 日（木）から随時
■雇用予定期間　6 か月以内（場合により最長で平成 25 年 3 月 31 日まで更新が可能）
■勤 務 日　　　週 5 日（土日・祝日除く）
■勤務時間　　　8 時 30 分～ 17 時 15 分（休憩 1 時間）
■勤務場所　　　県庁本庁舎・中庁舎または出先機関
■賃　　金　　　日額６，６００円（交通費支給）

勤務条件など　（勤務先により勤務条件等が異なる場合があります。）

　勤務条件など詳しくは県ホームページまたはハローワークの求人票をご覧いただき、ハローワークを通じてお申
し込みください。なお、勤務条件などの情報を郵送することも可能ですので、お問い合わせください。

申込方法

TEL : 043(223)2761　　FAX : 043(221)1180　　メールアドレス : koyou1@mz.pref.chiba.lg.jp
HP : http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/press/2011/hisaisyakoyou.html

問い合わせ　　千葉県庁商工労働部雇用労働課

チーバくん
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特　　集

千葉労働局職業安定課

　平成 23 年５月 20 日に「職業訓練の実施等による

特定求職者の就職の支援に関する法律」が公布され、

本年 10 月１日から、求職者支援制度がスタートしま

す。

①　求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない

求職者の方に対して、無料の職業訓練（求職者支

援訓練）を実施し、

②　本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支

給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易に

するための給付金を支給するとともに、

③　ハローワークにおいて積極的な就職支援を実施

することにより、安定した「就職」を実現するた

めの制度です。

○　求職者支援制度は、現在行われている緊急人材育

成支援事業（基金訓練）を踏まえて恒久制度化され

るものですが、あくまで「新制度」として実施され

ます。

○　実施にあたっては、千葉県における地域職業訓練

計画を策定する必要があることから、有識者・労使

団体・産業界・教育機関・地方公共団体等から選出

された委員により、千葉県地域訓練協議会を設置し、

平成 23 年７月 25 日（月）に千葉県地域訓練協議

会及び千葉県地域ジョブ・カード運営本部第１回会

議を開催し、平成 23 年度における「千葉県地域訓

練実施計画」を策定いたしました。

　　併せて、千葉県地域ジョブ・カード運営本部を労

働局に移管して、第１回会議を開催し、平成 23 年

４月 21 日に策定された新全国推進基本計画をもと

に、千葉県における中期的なジョブ・カード制度の

効果的普及に向けた指針となる「千葉県地域推進計

画」を策定し、関係機関が相互に連携して事業を円

滑に推進することを確認しました。

全国労働衛生週間 『求職者支援制度』がスタートします！

平成 23 年度全国労働衛生週間を迎えて
　　　　　　　　　　　千葉労働局長　永山寛幸

　平成 23 年度全国労働衛生週間は、例年どおり９月

を準備期間として、10 月１日から７日まで全国一斉

に実施されます。

　全国労働衛生週間は、昭和 25 年に第１回が実施さ

れて以来、本年で第 62 回を迎えます。この間、本週

間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業

場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の

健康確保等に大きな役割を果たしてきたところです。

　我が国における業務上疾病による被災者は長期的に

は減少をしてきたものの近年は横ばい状態となってお

ります。定期健康診断の結果、何らかの所見を有する

労働者の割合は 52．5% となっています。このため、

有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせ

ることを目標としており、健康診断の結果に基づく措

置の促進に取り組み、労働者の健康の確保を図ること

が必要です。

　さらに、自殺者数が 13 年連続で３万人を超え、そ

の約３割にあたる約 9，000 人が労働者であり、原因・

動機が明らかなものの内「仕事上の問題」にあるもの

が約 2，590 人となっています。メンタルヘルス上の

理由による休業又は退職する労働者が少なからずお

り、精神障害等による労災件数が高い水準で推移して

いることから、職場におけるメンタルヘルス対策の取

り組みが重要な課題となっています。このため、労働

者自身のほか、管理監督者、産業保健スタッフ等が労

働者の心の不調に気づき適切な対処を行うとともに、

職場環境の改善につなげることにより、労働者の心の

健康が確保された職場を実現することが重要です。

　また、労働者の健康確保と快適な職場の形成を図る

観点から、職場の全面禁煙又は空間分煙等による受動

喫煙のない職場の実現を図ることが必要です。

　このような観点から、本年度は、

「見逃すな　心と体のＳＯＳ

みんなでつくる健康職場」
をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業

場における労働衛生意識の高揚を図ると共に、自主的

な労働衛生管理活動の一層の促進を図っていただくこ

とにしています。 （7 月 25 日に開催された千葉県地域訓練協議会及び

千葉県地域ジョブ・カード運営本部第１回会議）
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特　　集

労働者が性別により差別されることなく男女がともに子育てしながら
働き続けられる社会を目指して　　～千葉労働局雇用均等室～

　少子化が進行し、労働力人口が減少する中、男女が職場において性別にかかわりなく能力を十分発揮でき、子ど
もを生み育てながら安心して働き続けるための雇用環境整備が求められています。事業主の皆様におかれましては
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の趣旨をご理解いただき、男女がともに仕事と家庭生活の調和（ワーク・
ライフバランス）のとれた働き方を実現できるよう雇用管理の見直しをお願いします。

 女性の能力発揮のためにポジティブ・アクションに取り組みましょう。

　男女雇用機会均等法では、事業主が労働者を募集・採用、配置・昇進、教育訓練等において性別を理由に差別す
ることを禁止しています。ただし、特例的に男女間に事実上生じている格差の解消に向けた自主的かつ積極的な取
組（ポジティブ・アクション）としての女性のみを対象とすること、女性を有利に取り扱うことは法違反となりま
せん。実質的な男女均等取扱いの実現のためにポジティブ・アクションは必要な取組です。

　
ポジティブ・アクションをやる企業にとってのメリットは？
　●女性労働者の意欲向上、●女性の活躍が周囲の男性に刺激→生産性が向上
　●多様な人材による新しい価値の創造、●幅広い高い質の労働力の確保、●企業のイメージアップ

 育児休業は、父親も利用できます。

　育児休業、子の看護休暇、育児のための所定外労働の免除・時間外労働の制限・深夜業の制限・所定労働時間の
短縮措置等は母親だけでなく父親も取得することができます。また、母親と交替で取得することも可能です。昨年
6 月の育児・介護休業法の改正では、父親の育児休業が取得しやすくなるよう、次のような改正が行われました。

①　母親が専業主婦の場合でも父親は育児休業が取れるようになりました。
②　父母ともに育児休業をする場合、後から休業開始した方は子どもが1歳2か月になるまで育児休業可能です。
（但し、休業期間は産後休業とあわせて 1 年間が限度です。）

③　出生後 8 週間以内に父親が育児休業を取得した場合、職場復帰後もう一度育児休業が取れます。
（例）出産直後（母親の入院中）の上の子どもの世話や、母親の職場復帰前後の忙しい時期に父親も育児のサポー

トができます！！
④　子の看護休暇の日数が、小学校就学前の子どもが 2 人以上の場合、年間 10 日取得できるようになりました。
（子どもが 1 人の場合 5 日）
（例）インフルエンザなどで長期の看護が必要な場合、父母あわせて年間 20 日（子が 2 人以上の場合）休暇

を取得することができます。

例えば・・・勤続年数も長く、仕事に対する能力や意欲も高い女性労働者がいるにも関わらず、
従来の社内慣行等もあり管理職になっている女性がいない場合に

　　　　　→①昇進試験の受験を女性に奨励、②各種研修、教育機会への女性の参加奨励、
　　　　　　③管理職候補の女性をリストアップして個別に育成、
　　　　　　④女性対象のメンター制度の導入　　　　　　　　　　　　　　等

　県では、働く場における男女共同参画の取組を促進するため、男女が共同して参画することのできる環境づくり
に積極的に貢献している事業所に対し、平成 18 年度から表彰を行っております。
　働く男女に優しい企業を知事が表彰します。
　本表彰につきましての詳細は、募集チラシも含め、県ホームページに掲載されておりますので、 
　　http://www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/hyoushou/index.html
を御覧いただき、是非、御応募くださいますようお願いいたします。

【応募期限】
　平成 23 年 9 月 30 日（金）午後 5 時必着（郵送の場合も同様）

【お問い合わせ・応募先】
　千葉県総合企画部男女共同参画課企画調整室
　〒 260-8667　千葉市中央区市場町 1-1　TEL 043-223-2372   FAX 043-222-0904
　E-mail kyodo1@mz.pref.chiba.lg.jp

平成 23 年度「千葉県男女共同参画推進事業所表彰」のお知らせ

お問い合わせ・均等法、育介法に関する資料請求は

千葉労働局雇用均等室　　℡　043-221-2307
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インフォメーション

産業人材課　

◎千葉労働局・ハローワークでは、障害のある方々の就職

を支援するため、千葉県内５箇所で障害者雇用促進就職面

接会を開催します。

◎障害のある方にとっては、多くの企業と面接することが

できるとともに、企業の担当者の方から直接、仕事の内容

や職場の環境などを聞くことができます。

◎採用を検討されている企業の方にとっても、多くの就職

意欲のある方と面接ができますので、是非このチャンスを

活かしてください。

障害者雇用促進就職面接会のお知らせ

（昨年度の千葉会場風景）

日　　　　時 イベント名・会場 場　　　　所 問い合わせ先

平成 23 年 10 月 14 日（金）
13 時～ 16 時

障害者雇用促進就職面接会
・千葉会場

千葉ポートアリーナ
（メインアリーナ）

（千葉市中央区問屋町1-20）

ハローワーク千葉
043（242）1181
ハローワーク千葉南
043（300）8609

平成 23 年 10 月 21 日（金）
13 時～ 15 時 30 分

障害者雇用促進就職面接会
・我孫子会場

千葉県福祉ふれあいプラザ
（けやきプラザ内）

（我孫子市本町 3-1-2）

ハローワーク松戸
047(367)8609

平成 23 年 10 月 27 日（木）
14 時～ 16 時

障害者ふれあい面接会
・銚子会場

銚子市保健福祉センター
（銚子市若宮町 4-8）

ハローワーク銚子
0479（22）7406
ハローワーク佐原
0478（55）1132

平成 23 年 12 月 6 日（火）
13 時 30 分～ 16 時

障害者雇用促進合同面接会
・船橋会場

船橋アリーナ
（船橋市習志野台 7-5-1）

ハローワーク船橋
047（431）8287
ハローワーク市川
047（370）8609

平成 23 年 12 月 6 日（火）
14 時～ 16 時

障害者面接会・木更津会場
ハローワーク木更津

会議室
（木更津市富士見 1-2-1）

ハローワーク木更津
0438（25）8609

※１　参加を希望される企業の方は、求人票の提出が必要となりますので、詳しくは、各ハローワークにお問い合

わせください。

※２　参加をされる障害のある方は、「管轄ハローワーク専門援助部門等」での申込みをお願いします。

　　　なお、各会場ごとに受付締め切り日が設定されておりますので、各ハローワークにお問い合わせのうえ、ご

確認ください。
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インフォメーション

千葉県立高等技術専門校入校生募集

　変化する時代の中で、働く人々にも専門知識や優れた技能・技術などの職業能力が求められています。

　千葉県の高等技術専門校では、中学校、高等学校等を卒業して就職をしようとする方をはじめ、再就職や転職を

しようとしている方、障害のある方などに、必要な職業能力開発を行い、企業での活躍が期待される「ひとづくり」

を目指しています。

校名・電話番号・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 訓練科目 定員 訓練期間

市原高等技術専門校

Tel:0436(22)0403

http://www.h7.dion.ne.jp/~ichigi/

●自動車整備科 23 ２年

●電気工事科 30 １年

●プラント保全科 20 １年

　塗装科 20 １年

　ビルメンテナンス科 16 ６か月

船橋高等技術専門校

Tel:047(433)2790

http://www10.ocn.ne.jp/~funa-gi/

●メ力二力ルエンジニア科 20 ２年

●システム設計科 20 ２年

●冷凍空調設備科 20 １年

　金属加工科（デュアルシステム）※ 12 ９か月

我孫子高等技術専門校

Tel:04(7184)6411

http://www2.ocn.ne.jp/~abkgisen/

● NC 機械加工科 20 １年

●造園科 20 １年

　造園科 11 ６か月

　事務実務科（知的障害の方対象） 10 １年

旭高等技術専門校

Tel:0479(62)2508

http://www16.ocn.ne.jp/~asa-gi/

●自動車整備科 20 ２年

● NC 機械加工科（デュアルシステム）※ 15 １年

東金高等技術専門校

Tel:0475(52)3148

http://www15.ocn.ne.jp/~tougane/

●ディスプレイ科 20 ２年

　建築科 32 １年

　左官技術科（デュアルシステム）※ ９ ９か月

　左官技術科 ９ ６か月

障害者高等技術専門校

Tel:043(291)7744

http://www4.ocn.ne.jp/~shogisen/

情報技術科【DTP・Web デザインコース】 10 １年

　　　　　【福祉住環境デザインコース】 10 １年

情報事務科【PC ビジネスコース】 20 １年

　　　　　【職域開拓コース】 ５ ６か月

基礎実務科【基礎実務コース】 20 １年

　　　　　【短期実務コース】 ５ ６か月

※デュアルシステムとは、専門校で実施する訓練と企業で実施する実習を組み合わせたコースです。

●は高卒程度の学力が必要な科目です（授業料等がかかります）。

【授業料等】入校料 5,650 円   授業料（年額） 118,800 円

　　　　 このほかに、教科書代及び実習服代がかかります。（注：金額は平成 23 年度の料金です。）

【お問い合せ先】　上記の各専門校又は千葉県商工労働部産業人材課。

千葉県商工労働部産業人材課

Tel:043 － 223 － 2754

Fax:043 － 221 － 3730
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インフォメーション

一定の要件を満たせば中小企業定年引上げ等奨励金の対象となります。

基本的支給要件の概略：

１　支給申請の１年前から前日までの期間に 60 才以上の定年と 64 才以上までの継続雇用制度を併せて実施し

ていること。または、64 才以上の定年を定めていること。（高齢法 8 条 /9 条の遵守）

２　支給申請の前日において、1 年以上継続して雇用されている 60 才以上の常用被保険者が 1 名以上在職して

いること

３　平成 22 年 4 月 1 日以降に、

　　１）65 才以上への定年引上げ

　　２）希望者全員を対象とする 65 才以上までの継続雇用制度の導入

　　３）定年の廃止のいずれかを実施して 6 ヶ月以上経過していることが、就業規則等により確認出来ること。

　これらの要件を充足している事業主（個人事業主を含む）は、３の１）２）３）に応じた奨励金の支給を申請出

来る可能性があります。

　詳しくは下記の URL の高齢・障害者雇用支援機構のホームページをご覧いただくほか、千葉高齢・障害者雇用

支援センターにお問い合わせ下さい。（社会保険労務士を介してのお問合わせも受け付けます。）

【お問い合わせ】　独立行政法人　高齢・障害者雇用支援機構
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉高齢・障害者雇用支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 261-0001 千葉市美浜区幸町１- １- ３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：043-204-2901     ＦＡＸ：043-204-2904

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　URL：http://www.jeed.or.jp

従業員（雇用保険の常用被保険者）が１～ 300 人以下の事業主の方へ

退 職 金 なら
国の制度『 中 退 共 』で

　中小企業退職金共済制度は中小企業で働く従業員のための外部積立型の国の退職金制度です

千葉県内では 9,400 所以上の事業所と 75,000 人以上の従業員が中退共に加入しています（平成 23 年 5 月現在）

中小企業退職金共済制度のご案内

国 の 掛 金 助 成
★　新規加入の事業主に対し

て、４か月目から１年間、

従業員ごとに掛金月額の

１／２（上限は 5,000 円）

を国がサポート

★　18,000 円以下の掛金を

増額した事業主に対して、

増額分の１／３を１年間

国がサポート

有 利 な 特 典
★　事務手数料、管理費等は

一切不要です

★　掛金は全額非課税です

★　退職金の積立不足が発生

しないため、追加拠出は

不要です

★　短時間労働者には特例掛

金も選択できます

簡 単 な 管 理
★　掛金の納付は、手間のか

からない口座振替です

★　従業員ごとの納付状況や

退職金額は毎年事業主に

お知らせいたします

★　社外積立型なので、事業

主にも従業員にも運用の

リスクはありません

適格退職年金からの移行先
★　23,000 社を超える適年

解約事業所が中退共に移

行しています

★　移行期限（平成 24 年 3

月 31 日）が迫っています

★　移行手数きには通常 3 ～

6 月かかります。お早め

のご準備をお願いします

中退共への加入や制度に関するご相談は、中退共・東京退職金相談コーナー（℡０３－３４３６－４３５１）へ！

詳しくはホームページをご覧ください
中退共 検索
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相談・インフォメーション

あなたも技能検定で自分の腕（技能）の評価を！

～平成 23 年度後期技能検定のお知らせ～

　技能検定は、皆さんがもっている技能を国が一定の基準によって検定することにより、これを公証する国家検定
制度です。
　特級・１級及び単一等級に合格した方には厚生労働大臣から、２級及び３級に合格した方には都道府県知事から
それぞれ合格証書が交付され、「技能士」の称号が付与されます。
　誇りある「技能士」としてより充実した仕事をするために、技能検定試験にチャレンジしましょう！

１　実施予定職種
特級 20 職種、１級・２級 38 職種 49 作業、３級９職種 10 作業、単一等級２職種２作業

２　受付期間
平成 23 年 10 月３日（月）～ 10 月 14 日（金）

３　試験の時期
実技試験：平成 23 年 12 月５日（月）～平成 24 年２月 19 日（日）
学科試験：平成 24 年１月 22 日（日）・29 日（日）、２月５日（日）
※試験職種により異なります。

４　問い合わせ先
千葉県職業能力開発協会　URL：http://www.chivada.or.jp/

〒 261 － 0026　千葉市美浜区幕張西４－１－ 10
ＴＥＬ　043 － 296 － 1150　ＦＡＸ　043 － 296 － 1186

※千葉県で実施する職種、受検申請書、受検資格、受検手数料など技能検定についての詳細は、
お気軽にお問い合わせください。

「ちば仕事プラザ」講座のご紹介　10 月

●能力開発講座
【申込方法】電話にてお申し込みください。案内書・申込書を郵送いたします。（随時受付・先着順）

講　　　座　　　名 開講日・時間 定員・受講料等

社会保険労務士受験対策講座

10 ／１，８，15，22，29
11 ／５，12，19，26
12 ／３，10，17
１／７，14，21，28
２／４，18，25
３／３，10，17
全て土曜日 10:00 ～ 16:00

24 名　60，000 円
別途教材費が必要

ライフプランニング講座 10 ／ 22　土曜日 9:30 ～ 16:30 20 名　　8，000 円

【会場・お問い合わせ・資料請求】
　千葉県職業能力開発協会　訓練振興課　〒２６１－００２６　千葉市美浜区幕張西４－１－１０
　ＴＥＬ　０４３（２９６）１１５０（平日）０４３（２７４）７７７１（土曜日のみ）
　ＦＡＸ　０４３（２９６）１１８６
　ＨＰ　http://www.chivada.or.jp/　　　Ｅメール　kunren@chivada.or.jp
　◎交通のご案内　バス・ＪＲ総武線・京成電鉄「幕張本郷駅」から
　　　　　　　　　　　　　①６番乗り場 京成バス幕張学園循環 ( 市町村アカデミー経由 ) で約 10 分
　　　　　　　　　　　　　　「市町村アカデミー」下車徒歩３分
　　　　　　　　　　　　　②６番乗り場 京成バスコロンブスシティ経由海浜幕張駅行きで約８分
　　　　　　　　　　　　　　「浜田緑地」下車徒歩３分
　　　　　　　　　　　・ＪＲ京葉線「海浜幕張駅」から
　　　　　　　　　　　　　③３番乗り場 京成バスコロンブスシティ経由幕張本郷駅行きで約６分
　　　　　　　　　　　　　　「市町村アカデミー」下車徒歩３分
　　　　　　　　　徒歩・ＪＲ「幕張駅」「海浜幕張駅」から 25 分
　　　　　　　　　　　・京成電鉄「幕張駅」から 20 分
　◎駐　 車　 場　　　 ・70 台収容可能 ( 無料 )
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インフォメーション

整理解雇について

Ｑ．　震災の影響により業績不振に落ち入ったため、
人員が余剰となり、数名の従業員を解雇しようと考え
ていますが、どのような点について留意すれば良いの
でしょうか。
Ａ．　労働契約法第 16 条で「解雇は、客観的に合理
的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められな
い場合は、その権利を濫用したものとして、無効とす
る。」と規定されています。
　整理解雇（使用者が経営上の理由から余剰人員削減
の必要性に基づき労働者を解雇すること）については、
裁判例において、解雇の有効性の判断に当たり、次の
４つの要件が必要とされております。
　第１は、「人員整理の必要性」です。
　裁判例では、①人員削減をしなければ企業が倒産必
至、または近い将来の倒産が予見される状況にあるこ
と、②客観的に高度な経営危機から人員削減措置が必
要とされること、　③企業の合理的運営上の必要性が
あること、など事案の具体的な状況に応じて判断がな
されています。
　第２は、「解雇回避努力」です。
　すなわち整理解雇を避けるために使用者は、経費削
減（役員報酬を含む）、新規採用の停止、労働時間短
縮や賃金カット、配転、出向、一時帰休、希望退職者
の募集など他の雇用調整手段によって解雇回避の努力
をすることが重要です。
　第３は、「被解雇者選定基準の合理性」です。　
　被解雇者の選定は、客観的に合理的な選定基準を設
定し、公正に適用することが必要です。選定基準には、
勤務成績や能力等の労働評価を基準とするもの、勤続
年数などの企業貢献度を基準とするもの、年齢を基準
とするもの、労働者の再就職可能性や家計への打撃な
ど労働者の生活評価を基準とするもの、労働者の雇用
形態を基準とするものなど様々なものありますが、そ
れが合理的な基準か否かは、具体的事情に応じて裁判
において個別に判断されることになります。
　第４は、「解雇手続の妥当性」です。
　使用者は、労働組合や労働者に対して、事前に整理
解雇の必要性とその内容（時期・規模・方法）及び解
雇に対する補償内容などについて納得を得るために説
明を行い、誠意をもって協議することが重要です。使
用者は労働者側との事前協議を信義則上、行うべきも
のとされ、これを怠った事実が認められる場合、解雇
権行使が濫用と判断される可能性があります。
　震災の影響により厳しい経営環境におかれている状
況下においても、使用者は上記４要件に留意して出来
るだけ雇用の安定に配慮していただくことが望まれま
す。

千葉県労働相談センターから 千葉県労働委員会から

労使関係相談会について

ご存じですか？　労働委員会

～雇用のトラブル　まず相談～

　千葉県労働委員会では、労働組合、労働者、使用者

を対象に、良好な労使関係の構築に必要な知識を普及

し、労使紛争の予防や解決に役立つよう、労働問題に

関する知識・経験が豊富な労使の委員による「労使関

係相談会」を開催します。

○対象　労働組合、労働者、使用者

○日時　平成 23 年 10 月 1 日（土）13 時～ 17 時

○会場　京葉銀行文化プラザ７階

（ＪＲ千葉駅東口より徒歩３分）

※相談は無料。予約制です。申込み、問い合わせは、

下記の千葉県労働委員会事務局で承ります。

○今までに寄せられた相談とアドバイス

《組合員の解雇》（労働組合からの相談）

・会社の従業員が解雇されたため、解雇撤回の団体交

渉を求めているが、使用者が全く応じない。

　ついては、使用者への対応について相談したい。

→労働委員会の労使委員から

　労働組合としては、まずは団体交渉のテーブルにつ

かせることが目的ということなので、本人と相談して、

労働委員会のあっせんや不当労働行為救済申立ての制

度を検討してはどうか。

《労働組合への対応》（使用者からの相談）

・正規従業員のうち、10 人前後が、合同労組に加入し、

組合と会社は昨年 10 月以降、３回の団体交渉を実施

した。組合側が大勢で出席することもあったので、今

後は団体交渉のルールを作る必要があると考えている

が、アドバイスをいただきたい。

→労働委員会の労使委員から

　団体交渉の出席者数は、基本的には労使ほぼ同数と

いうことを言ってみてはどうか。また、いきなり団体

交渉ではなく、事前協議を提案するのも一案である。

録音やビデオ撮影に関する条項もあるとよい。団体交

渉のルール作りの協議が暗礁に乗り上げた場合は、会

社側から労働委員会にあっせん申請することもでき

る。

　労使間のトラブルの解決については、労働委員

会まで御相談ください。

　千葉県労働委員会事務局（県庁都町庁舎 2 階）

　千葉市中央区都町 1-1-20　℡ 043-231-2131

千葉県労働委員会　　検索労働相談は「千葉県労働相談センター」へ！

県庁本庁舎２階 043-223-2744

8



インフォメーション

障害者雇用を応援します。【障害者就労促進チャレンジ事業】
～障害者雇用企業見学・意見交換会開催の御案内～

　千葉県では、障害者雇用への理解の促進を図るために、これから障害者雇用を考えている事業主の皆さまのため

に、障害者雇用企業の見学や事業主との意見交換会を実施します。

　なお、本事業は、千葉県から「千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会」への委託事業です。

◆内　容：　障害のある人の業務内容、業務の見直しや工夫の仕方などを見学。

事業主と、障害のある人の採用方法や賃金、継続雇用するための工夫等についての意見交換。

◆対　象：　県内に本社・支店等事業所があり、障害者雇用を検討している事業所。

◆開催日：　下記のとおり

開催日時 見学先事業所（所在地） 業種 主な見学業務

平成23年9月13日（火）
10：00～12：00

特別養護老人ホーム
ナーシングホーム市川

（市川市）

福祉
（老人介護）

清掃業務

平成23年9月28日（水）
13:00～15：30

館山商事（株）
（館山市）

サービス業
（一般廃棄物処理等）

ゴミ分別、収集補
助業務

平成23年9月29日（木）
14:00～15：30

（株）東京自働機械製作所　柏工場
（柏市）

製造業
（金属加工）

加工、清掃業務

平成23年10月5日（水）
9：30～11：30

タカラ食品工業（株）市原工場
（市原市）

製造業
（食品加工） 

食品加工、配送
チェック業務

平成23年10月12日（水）
13：00～15：00

（株）新晃 千葉中央営業所 
（千葉市）

運輸業
（運送・製造）

ピッキング、商品
分別・補充業務

平成23年10月19日（水）
14：00～16：00

千葉県済生会習志野病院 
（習志野市）

医療
清掃業務

平成23年10月20日（木）
14：30～15：30

佐原中央病院
（佐原市）

医療
事務、介護、清掃
業務

平成23年10月26日（水）
13：30～15：00

（株）宝洋　千葉工場
（長柄町）

製造業
（産業用資材総合加工販売）

製造ライン

問　千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会　事務局

社会福祉法人祐啓会　ふる里学舎地域生活支援センター

〒 290-0265　市原市今富 1110-1

TEL ／ FAX　0436(36)7762 ／ 0436(36)7612

URL　http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/boshuu/2011/kengaku-challenge.html

千葉県最低賃金改正のお知らせ（速報）

「千葉県最低賃金」が平成 23 年 10 月 1 日から時間額 748 円（従来の 744 円から 4 円引上げ）に改正されます。

　千葉県内の事業所で働くすべての労働者（パート、アルバイト等を含む。）及び、その使用者に適用される地域

別最低賃金「千葉県最低賃金」が改正されます。

　詳しくは、千葉労働局労働基準部賃金室（☎ 043 － 221 － 2328）か最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ

下さい。

24 時間テレフォンサービス　☎ 043 － 221 － 4700

千葉県労働局ホームページ　http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp
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ワーク・ライフ・バランス

　県では、昨年度、中小企業の仕事と家庭の両立支援等の取組みを推進するため、県内の３地域（千葉地域、葛南
地域、東葛飾地域）を重点地域として、1,500 社を対象に一社ずつきめ細かい啓発やアンケート調査を行う「中
小企業の両立支援重点サポート事業」を実施しました。
　ここでは、アンケート調査結果を御紹介します。

（１） 両立支援関する取組状況
　「年次有給休暇の取得を促進」、「残業時間の削減」、「育児・介護休業制度を就業規則に明記」、「配偶者の出産の
際の休暇」、「出産祝・入学祝など子への一時金の支給」、「有給休暇の半日単位での取得」は、半数以上の企業で実
施済みでした。
　100 人以下の企業をみると、「育児・介護休業制度を就業規則に明記」は５割強にとどまっていますが、101 ～
300 人以下の企業で９割を超えており、対応に大きな差が見られます。
　また、「出産・育児で退職した女性の再雇用」は、約２割の企業にとどまっていますが、「実施したい」と考えて
いる 100 人以下の企業は約４割と高く、今後、取り組みが進む兆しが見られます。

（２）両立支援に取り組んだ効果
　「労働時間に対する意識の高まり」が約４割と最も高く、次い
で「業務改善への効果」と合わせると７割強となりました。
　100 人以下の企業をみると、「労働時間に対する意識の高ま
り」、「業務改善への効果」は、約３割を占めていますが、「女性
社員の定着や女性社員の活用」は２割強にとどまっています。
　一方 101 ～ 300 人以下の企業をみると「労働時間に対する意
識の高まり」は半数を上回り、「女性社員の定着や女性社員の活
用」、「業務改善への効果」は４割強を占めています。
　101 ～ 300 人以下の半数前後の企業で、業務改善や人材を確
保するうえで効果を感じていることがうかがえます。

（３）両立支援に取り組んで感じられた企業からの意見
○　社員一人ひとりの生活支援をしていくことによって、社員の仕事に対する姿勢も自ら変わってくる。

安心して働ける職場づくりは、結果的に仕事をする社員に意欲を与え、会社に活気が増し、良い流れを生むこと
に繋がると思う。

○　生活のために仕事があり、仕事のために生活があるのではない。一定の基準や規則は必ず必要だが、生活を大
切にする会社にしたい。中小企業は大企業と違い、一人ひとりが大きな歯車であり、一人欠けると動かなくなる。
大企業のような理想的な支援や補助、労働条件、就業規則は難しいが、可能な範囲で少しでも社員や社員の家族
のために両立支援をはじめとして良い会社にすることが、顧客満足度も高めることに繋がることは、間違いない
と考える。

○　女性社員の比率の拡大や管理職の登用等、少しずつだが着実に進んできている。残業時間の一部社員への偏り
の是正や全体として残業削減をしていく方向で動いており、管理職休暇制度の実施が定着し、職場環境の改善が
進みつつある。

　※　次号では、アンケート結果から見えてきたことと仕事と家庭の両立支援に取り組んだ背景や取組状況、取組
に伴う効果・従業員の変化等を具体的な取組内容の例を御紹介します。

始めてみよう！ワーク・ライフ・バランス　②

県雇用労働課　

◇◆◇県民を対象とした次世代のためのワーク・ライフ・バランスセミナーを開催します。◇◆◇
日　時 テーマ 対　　象 会　　場 講　　師

10 月 18 日（火）
18：30 ～ 20：30

20 代・30 代のための
タイミング仕事術

これから結婚や
子育てを迎える方
（20 ～ 30 代）

市川市男女共同
参画センター

ウィズ 5F 研修室

（株）プライムタイム
代表取締役 坂本 敦子氏

11 月 27 日（日）
13：30 ～ 16：30

介護とワーク・ライフ・
バランス

子育てが一段落
した方

（40 ～ 50 代）

千葉市民会館
４Ｆ会議室

　麗澤大学教授 木谷 宏氏
　（株）パソナソーシング
　上総園施設長 水野谷 繁氏

事業内容に関する問い合わせ・県雇用労働課 電話 043-223-2743
御予約・お申し込みの問い合わせ・（株）パソナ　パソナ千葉 電話 043-238-9858　ＦＡＸ 043-238-9870
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訓練・各種講座

　当機構では、国が実施する公共職業訓練の位置づけで、在職労働者の人材育成・スキルアップを目的として、特
にものづくりに関連する講習会（能力開発セミナー）を実施しております。
　今般、平成 23 年 10 月から 11 月に開講されるコースをご紹介いたしますので、是非ご活用ください。多くの方々
のご受講をお待ちしております。

　【お問合せ・受講申込・会場・資料請求先】
　　独立行政法人雇用・能力開発機構千葉センター　訓練第二課
　　〒２６３－０００４　千葉市稲毛区六方町 274 番地
　　　ＴＥＬ０４３－４２２－４６２２（直通）　　ＦＡＸ０４３－３０４－２１３２
　　　＊各講習会の詳細及び掲載以外のコース案内については、当センターホームページでご覧ください。
　　　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｈｄｏ．ｇｏ．ｊｐ／ｃｈｉｂａ／ｃｎｔ－ｃｈｉｂａ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ

※なお、独立行政法人雇用・能力開発機構は平成 23 年 10 月１日に廃止され、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支
援機構に　業務が移管されます。これに伴い当センターホームページの URL は次のとおり変更になります。

　　　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ 3．jeed．or．ｊｐ／ｃｈｉｂａ／ｐｏｌｙ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ

　【東日本大震災に伴うセミナー受講料の免除】
※東日本大震災により被災された事業主や労働者の方が平成 23 年度中に開催するセミナーを受講される場合、要件に該
当する方の受講料を全額免除することといたしました。詳細は前記 URL をご覧ください。

雇用・能力開発機構千葉センターの行う講習会のご案内

《１０・１１月開講》 　　　＊講習時間は９：１０～１６：００（１日６Ｈの場合）を標準とします。  
コース
番号

分類 コ    ー    ス    名 受講料 開催日程

H1302 建築設備／設備管理
設備管理技術者のための自動火災報知設備の保安管理技術 
～消防設備士 4 類（甲種・乙種）試験程度の知識習得を目指すコース～

15,800 円 10/1、15

M1601 ＮＣ／ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ加工
マシニングセンタ実践技術（加工 ･ 段取り編） 
～加工工程の検討からツールパスを作成し，実加工までの一連の技術を習得するコース～

19,300 円 10/4、5、6、7

E1002 有接点シーケンス
有接点シーケンス制御配線設計技術 
～シーケンス図を見るだけで回路理解し、設計及び配線等を習得するコース～

14,900 円 10/4、5、6

W0202 成形加工／溶接加工／熱処理
ＴＩＧ溶接技能クリニック（ステンレス鋼・薄肉固定管編） 
～ＴＩＧ溶接の応用まで、溶接部の信頼性向上のための技術習得コース～

21,000 円 10/5、6、7

E3401 ディジタル回路設計
ＶＨＤＬによるディジタル回路設計技術 
～ハードウェア記述言語によるディジタル回路設計の開発手法と手順を習得するコース～

14,900 円 10/12、13、14

E1202
ＰＬＣ制御／位置決め・
タッチパネル・ネットワーク

ＰＬＣによるシーケンス制御プログラミング（三菱電機製） 
～実習を通じて学ぶＰＬＣ活用コース～

10,500 円 10/15、16

E3502 マイコン制御／ＰＩＣ
ＰＩＣマイコンによる制御システムの開発技術 
～ＰＩＣマイコン（PIC16F84A）搭載教材を活用したシステムのプログラミング技法習得～

15,800 円 10/18、19、20

M0702 設計／製図・ＣＡＤ・ＣＡＥ
CAE 構造解析を使用した最適化設計 
～機械設計技術者のための SolidWorks による CAE 構造解析技術習得コース～

16,700 円 10/18、19、20

M1002 汎用機械加工
旋盤精密加工技術 
～旋盤による加工方法、組み合わせ加工、部品加工に必要な実践的な知識・技能・技術を習得するコース～

17,500 円
10/18、19、20、
21

E3702 組込みシステム開発・設計
組込みシステムによる入出力制御実践技術（Ｈ８編） 
～Ｃ言語による組込みシステム設計・開発技術コース < Ｈ８編 > ～

13,200 円 10/25、26

M0202 設計／製図・ＣＡＤ・ＣＡＥ
実践機械設計技術（２次元設計：AutoCAD） 
～ＪＩＳ製図規格を理解し、機械図面を２次元ＣＡＤソフトにより作成できる技能を習得するコース～

15,800 円 10/25、26、27

E1102
有接点シーケンス 有接点シーケンス制御による電動機制御の実務 

～三相誘導電動機の運用技術、制御盤の設計・組み立てを行う技術者のための実践コース～
14,900 円 10/25、26、27

H0301
建築意匠設計／
エクステリア計画・設計

木造耐震診断の一般診断法による診断実務 
～耐震補強に対する＋αの提案力を身につけるためのコース～

18,400 円 11/5、6

H1402 建築設備／設備管理
設備管理技術者のための屋内消火栓・スプリンクラー設備管理技術
～消防設備士１類（甲種・乙種）試験程度の知識習得を目指すコース～

15,800 円 11/5、12

E2002 電気設備保全／電気保全
受変電設備の実践的保全技術 
～高圧電気設備における保護継電器試験実務を習得するコース～

15,800 円 11/7、9、11

M0801 設計／加工・生産情報支援
ＣＡＭ実践技術 
～モデリングから NC 加工までの一連の工程における CAM 技術習得コース～

16,700 円 11/8、9、10

E1302
ＰＬＣ制御／位置決め・ 
タッチパネル・ネットワーク

ＰＬＣによるシーケンス制御プログラミング（オムロン編） 
～実習を通じて学ぶＰＬＣ活用コース～

10,500 円 11/8、9

E5401 ＬＡＮ活用／ネットワーク
社内 LAN 構築に活かせるネットワーク設計・運用実践 
～「仕様規格に基づき確実に通信」できる LAN を設定・構築するコース～

16,700 円 11/9、10

H1002 新エネルギー
太陽光パネルの仕組みと設置技術 
～太陽光パネルの仕組み及び実際に設置方法を体験的に習得するコース～

15,800 円 11/12、19、26

E4201 組込みシステム開発・設計
Android 組込アプリケーション開発技法 
～ LinuxOS 携帯端末への組込アプリケーションの開発手法を習得するコース～

15,800 円 11/15、16、17

E5002 電力回路
ＭＯＳ‐ＦＥＴによるスイッチング回路技術 
～ＭＯＳ - ＦＥＴスイッチング技術を用いた電力制御回路の設計手法を習得するコース～

14,900 円 11/15、16、17

M0303 設計／製図・ＣＡＤ・ＣＡＥ
３次元ＣＡＤモデリング技術（ソリッド編：SolidWorks） 
～設計ツールとして効果的な３次元ＣＡＤモデルの構築技術を習得するコース～

16,700 円 11/15、16、17

M1801 空気圧機器
失敗しない空気圧回路の組み方と機器選定 
～空気圧作動機器の選定のポイント・機器構成を実践的に習得するコース～

15,800 円 11/16、17、18

E5202 電子計測器／データ計測
パソコンとＰＬＣのシリアル通信を用いたアナログデータ計測技術（オムロン編） 
～ＰＬＣアナログ入出力ユニットで取得したデータをパソコン処理する方法を習得するコース～

13,200 円 11/21、22

H1501 建築設備／設備管理
冷凍空調設備の故障診断とメンテナンス 
～冷凍機の仕組みから故障診断・メンテナンスに係る知識・技術の習得コース～

7,900 円 11/25、26

E3802 組込みシステム開発・設計
組込みマイコンによるＤＣモータ速度制御実践技術（Ｈ８編） 
～マイコン周辺回路の設計・製作とＣ言語によるプログラミング技術コース < Ｈ８編 > ～

15,800 円 11/29、30、12/1
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訓練・各種講座

県雇用労働課

　平成 23 年度千葉県労働大学講座が、10 月 19 日から 8 日間実施されます。労働基準法などの法律解説を中心に、

非正規雇用に関すること、女性労働、社会保険、職場のハラスメント対策など、幅広い内容となっています。

　是非、ご参加下さい。　1 日（1 科目）のみの受講も可能です。

日　　程：10 月 19 日（水）21 日（金）25 日（火）27 日（木）31 日（月）

11 月 2 日（水）11 日（金）15 日（火）

時　　間：午後 6 時 15 分から午後 8 時 15 分まで　（開講日 10 月 19 日は、午後 6 時 10 分から）

会　　場：千葉県教育会館　新館 5 階　501 会議室

（千葉市中央区中央４－ 13 － 10　℡ 043 － 227 － 6141）

内　　容：非正規雇用、年金、女性労働、労使紛争の事例、労働法 ( 解雇、労働時間 )、社会保険、ハラスメント

対策

（詳しい内容については 9 月上旬以降下記のホームページに掲載予定）

募集人数：150 名

受 講 料：無料

申 込 先：千葉県商工労働部雇用労働課

〒 260 － 8667　千葉市中央区市場町 1 番 1 号

TEL　043 － 223 － 2743　　FAX　043 － 221 － 1180

E-Mail   koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp（※ lg は、「エルジー」です。）

※お申込みは、10 月 12 日（水）までに、下記申込書により郵送またはファックス、メールでお願

いします。

そ の 他：○受講者は申込先着順とします。（受講通知はいたしません。受講出来ない場合のみ連絡します。）

○講義の受付時間は、すべて午後 6 時からとなります。

○ 6 日以上受講された方には、修了証書を交付します。

○県雇用労働課ホームページ（下記参照）でも、9 月上旬、受講案内の掲載を予定しております。

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/event/2011/rododaigaku.html

○その他詳しくは、県雇用労働課（TEL043-223-2743）へお問合せください。

千葉県労働大学講座申込書
平成23年　　月　　日　　

事業所名等
TEL

所在地

産業別
１、建設　２、製造　３、運輸・通信　４、金融・保険　５、卸売・小売・飲食　
６、電気・ガス・水道　７、サービス　８、官公庁　９、その他（個人）

事業所規模 ア、20人以下　イ、100人以下　ウ、300人以下　エ、500人以下　オ、1000人未満　カ、1000人以上

No. 氏　　名　（フリガナ * 必ず記入してください。） 職 労　使　別

　　　　　（　　　　　　　　　　　　 　　　） 経営者・管理者・労働者・個人

　　　　　（　　　　　　　　　             　　） 経営者・管理者・労働者・個人

※１　　産業別、事業所規模別、労使別は、該当する箇所を○で囲んでください。
※２　　３人以上は、恐縮ですが枠を追加して使用してください。

平成 23 年度千葉県労働大学講座のご案内
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